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小田部校区自治協議会事務局 office@kotabe.skr.jp

5・6 月の予定
5/11（火）
5/11（火）
5/15（土）
5/16（日）
5/16（日）
行 5/26（水）
事 6/05（土）
等 6/13（日）
6/20(日）
6/23（水）
6/27（日）
6/27（日）

https://kotabe.skr.jp/

※掲載以降に中止となる可能性があります。詳しくはホームページか、公民館にご確認ください。

防災ミーティング （19:30～20:30）
公民館
こたべかたりぃ （13:00～15:00）
公民館
小田部塾（地域の時代の変遷 講師：米倉氏（市職員））（18:00～20:00）
公民館
壮年ソフトボール大会 （8:30～16:00）
小学校・中学校
ママさんバレーボール大会 （8:15～12:00）
小学校
ママカフェ・あんだんて♪ （10:00～12:00）
公民館
交通安全懇談会 （10:00～12:00）
公民館
ソフトバレーボール大会 （9:00～12:00）
小学校
協定事業所懇談会 (13:00～14:00）
公民館
ママカフェ・あんだんて♪ （10:00～12:00）
公民館
こたべ寺子屋 （9:30～12:00）
公民館
社協サンデーカフェ （11:00～14:00）
公民館

6/27（日） Qチャレ（小中学生クイズ大会）（13:30～15:30）
定
例
活
動
等

5/23（日） 5委員会総会（18:00～19:00） 夏まつり実行委（19:00～19:30） 運営委（19:30～20:30）
6/27（日） 夏まつり実行委（18:00～18:30） 運動会実行委（18:30～19:00） 運営委（19:00～20:00）
5/23, 6/27（日） 社協サンデーカフェ
5/11,18,25, 6/1,15,22（火） あらたいそう （14:00～15:00）
5/23, 6/27（日） ラジオ体操・中央公園清掃（9:00～10:00）
原則毎週日曜日 子どもソフトボール広場（9:00～11:00）

公民館
公民館
公民館
公民館
公民館
中央公園
中央公園

いずれも感染症対策を実施した上で開催しま
5月16日（日）に壮年ソフトボール大会を無観
客で開催します。開会式は行わず、8:30から小
田部小学校と原北中学校グラウンドで試合開始
になります。試合開始時刻は各チーム監督また
はホームページでご確認ください。チーム構成

す。なお、状況により中止・縮小する可能性があ

は町内会毎になりますので、各町内会にお問い
合わせください。

大会を開催します。多数のご参加をお待ちして
います。チーム構成は町内会毎になりますので、
各町内会にお問い合わせください。

5月16日（日）にママさんバレーボール大会を
無観客で開催します。チーム構成は町内会毎に
なりますので、各町内会にお問い合わせくださ
い。

ります。

6月13日（日）の9:00から、ソフトバレーボール

先月号でお知らせしました5月28日（金）の献
血は、都合により延期になりました。

下記のみなさまにお務めいただきます。1年間、
よろしくお願いいたします。
自治協議会 会長 松永 マツエ（小田部5-2）
自治協議会 副会長 藤元 和巳（南庄5）
自治協議会 副会長 古澤 俊彦（小田部6）
自治協議会 副会長 松山 基範（小田部6）
自治協議会 副会長 渡辺 浩（小田部1-3）
自治協議会 会計 梅山 雅憲（小田部7-2）
小田部1丁目1区 町内会長 柴田 眞理子
小田部1丁目2区 町内会長 松ヶ下 恒夫
小田部1丁目3区 町内会長 渡辺 浩
小田部5丁目1区 町内会長 大内 伸二
小田部5丁目2区 町内会長 阿部 真之介
小田部6丁目 町内会長 北田 三代
小田部7丁目1区 町内会長 水田 和夫
小田部7丁目2区 町内会長 上村 勉
南庄5丁目 町内会長 島田 義人
室見団地1区 町内会長 相浦 義光
室見団地2区 町内会長 西 弘子
室見団地3区 町内会長 馬場 達男
室見団地4区 町内会長 市川 伸悟
室見団地5区 町内会長 川原 裕伸
室見団地6･7区 町内会長 木村 博子
子ども会育成連合会 会長 弘田 伸子（小田部5-2）
青少年育成連合会 会長 石川 寿美江（団地1）
男女共同参画・地域力向上委員会 会長 原田 重康（団地3）
体育振興会 会長 重石 貴弘（小田部7-2）
交通安全推進委員会 会長 相浦 義光（団地1）
防犯推進委員会 会長 藤元 和巳（南庄5）
自主防災会 会長 藤元 和巳（南庄5）
環境活動推進委員会 会長 塚本 裕子（小田部7-2）
保健福祉推進委員会 会長 水田 和夫（小田部7-1）
中央公園地域広場運営委員会 会長 松山 基範（小田部6）
食生活改善推進委員会 会長 床西 啓子（団地4）
人権尊重推進協議会 会長 松山 基範（小田部6）
社会福祉協議会 会長 松永 マツエ（小田部5-2）
民生・児童委員 幹事 柴田 和子（小田部1-1）
老人クラブ連合会 会長 大淵 和年（小田部1-2）
だいこんの会 会長 奥 新一郎（小田部7-2）
スポーツ推進委員 原 聖（小田部5-1）

スポーツ推進委員 御供田 智彰（小田部1-3）
自治協議会 事務局員 田上 智美（団地5）
自治協議会 事務局員 大藏 紀子（小田部7-1）
自治協議会 監事 山口 静義（小田部7-1）
自治協議会 監事 増尾 淳夫（団地6・7）

こたべ寺子屋は、小中学生の学びの場です。
大学生のお兄さんお姉さんが丁寧に教えます。
6月27日（日）の9:30～12:00に小田部公民館で
開催です。事前の申し込みはいりません。お勉強
したいものを持ってきてください。なければ筆記
用具だけ持ってきてください。後半には工作コ
ーナーもあります。内容はないしょです。
子どもたちと楽しくお勉強していただける寺
子屋先生を募集します。資格や経験は不要です。
事前にお申し出ください。
Qチャレは小中学生ためのクイズ大会です。ク
イズ番組さながらの早押しクイズを体験しなが
ら、いろいろなお勉強ができてしまいます。6月
27日（日）の13:30～15:30に小田部公民館で開
催です。（ネット開催ではありません。）こちらに
は事前の申し込みが必要です。1名から申し込み
可能です。詳しい内容や申し込み方法は、自治
協ホームページを見てください。

小田部校区 この1ヶ月
前号発行以降の校区の動きと、自治協議会
および構成団体の活動履歴を記載しています

4/04（日）
4/06（火）
4/07（水）
4/12（月）
4/13（火）
4/14（水）
4/16（金）
4/18（日）
4/18（日）
4/20（火）
4/21（水）
4/25（日）
4/25（日）

体育振興会総会
あらたいそう
青少年育成連合会チームわかば定例会
子ども会連合会定例会
母子巡回健康相談
ママさんバレーボール大会監督者会議
男女共同参画・地域力向上委員会定例会
代議員総会
壮年ソフトボール大会監督者会議
あらたいそう
青少年育成連合会定例会
日曜版あんだんて♪＆同窓会
ちゃりチャレ

